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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  4,556  1.7  114  △21.8  151  △4.1  78  △5.3

24年３月期第２四半期  4,482  13.7  146  100.7  158  64.7  82  116.1

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 76百万円（ ％） △12.5   24年３月期第２四半期 86百万円（ ％） －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

25年３月期第２四半期  7.03  6.92

24年３月期第２四半期  7.40  7.39

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  9,794  5,051  49.4

24年３月期  9,332  5,021  51.7

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 4,836百万円   24年３月期 4,824百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

24年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期  9,500  4.1  200  △6.8  250  △11.7  140  △31.5  12.55

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名）             、除外   社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

－ －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別する

ことが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事

項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 11,710,000株 24年３月期 11,710,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 552,180株 24年３月期 552,180株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 11,157,820株 24年３月期２Ｑ 11,193,889株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しております。

 業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性

があります。業績予想の前提となる仮定等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の復

興需要やエコカー補助金などの政策効果に支えられ緩やかながらも回復基調にはあるものの、政策効果一巡等によ

る景気減速懸念、対中国問題の影響や政局の混乱、国外に目を向ければ米国景気の先行き不安や依然として燻る欧

州の財政問題による世界経済の減速などの不安要素は払拭できず先行き不透明な状況にあります。 

このような経済情勢下、当社グループにおきましては前年同期のような仮設住宅向け等の復興特需による売上の

拡大はないものの自動車向けの需要の回復や湿式シリカの売上が順調に推移した結果、売上高は73百万円増加の45

億56百万円（1.7%増）となりました。損益面につきましては、拡販に注力したことなどにより販売管理費が増加

し、営業利益は１億14百万円（前年同期比31百万円 21.8％減）となりました。また、為替や原油価格の変動によ

り原油デリバティブの時価下落幅が前年同期より圧縮されたことなどにより、経常利益は１億51百万円（前年同期

比６百万円 4.1％減）、四半期純利益は78百万円（前年同期比４百万円 5.3％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ４億61百万円増加し97億94百万円となりました。これは主に

現金及び預金が41百万円、有形固定資産が３億81百万円増加したことなどによるものであります。 

負債につきましては前連結会計年度末に比べ４億32百万円増加し47億42百万円となりました。これは主に設備未

払金（流動負債 その他）が３億49百万円、長期借入金が95百万増加したことなどによるものであります。 

純資産につきましては前連結会計年度末に比べ29百万円増加し50億51百万円となり、自己資本比率は前連結会計

年度末の51.7％から49.4%になりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ41百万

円増加し８億１百万円となりました。 

営業活動の結果増加した資金は２億16百万円（前年同期は１億43百万円の増加）で、これは主に減価償却費１億

88百万円などによる資金増加に対して、売上債権の増加50百万円、仕入債務の減少35百万円などによる資金減少に

よるものであります。 

投資活動の結果減少した資金は２億９百万円（前年同期は１億83百万円の減少）で、これは主に有形固定資産の

取得１億99百万円などの支出によるものであります。 

財務活動の結果増加した資金は39百万円（前年同期は１億41百万円の増加）で、これは主に長期借入金２億円に

よる収入に対して、長期借入金の返済87百万円、配当金の支払55百万円などの支出によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年８月８日に公表いたしました業績予想を修正して

おります。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益が3,947千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が

3,972千円それぞれ増加しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 810,790 851,862

受取手形及び売掛金 3,716,508 3,769,728

商品及び製品 344,783 345,591

仕掛品 81,797 82,971

原材料及び貯蔵品 194,225 192,364

その他 160,221 163,626

貸倒引当金 △6,883 △6,264

流動資産合計 5,301,442 5,399,880

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 957,759 985,951

機械装置及び運搬具（純額） 924,610 1,239,479

土地及び砿山用土地（純額） 562,033 562,033

建設仮勘定 35,527 68,977

その他（純額） 37,609 42,546

有形固定資産合計 2,517,540 2,898,988

無形固定資産 38,378 37,088

投資その他の資産   

投資有価証券 917,954 903,284

投資不動産（純額） 290,586 290,036

その他 274,442 272,957

貸倒引当金 △8,224 △8,217

投資その他の資産合計 1,474,759 1,458,061

固定資産合計 4,030,678 4,394,138

資産合計 9,332,121 9,794,019

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,651,735 1,616,815

短期借入金 219,202 239,258

未払法人税等 50,296 66,011

賞与引当金 143,000 149,500

役員賞与引当金 6,660 2,270

その他 566,063 902,076

流動負債合計 2,636,957 2,975,931

固定負債   

社債 567,000 550,500

長期借入金 364,718 460,042

退職給付引当金 510,035 525,669

資産除去債務 4,510 4,510

その他 227,024 225,820

固定負債合計 1,673,288 1,766,543

負債合計 4,310,245 4,742,474
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 871,500 871,500

資本剰余金 435,622 435,622

利益剰余金 3,408,858 3,431,509

自己株式 △87,713 △87,713

株主資本合計 4,628,268 4,650,919

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 230,360 215,845

為替換算調整勘定 △33,929 △30,333

その他の包括利益累計額合計 196,431 185,511

新株予約権 8,634 18,017

少数株主持分 188,541 197,096

純資産合計 5,021,875 5,051,544

負債純資産合計 9,332,121 9,794,019
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,482,011 4,556,001

売上原価 3,519,300 3,598,232

売上総利益 962,710 957,769

販売費及び一般管理費 816,361 843,301

営業利益 146,349 114,467

営業外収益   

受取利息 649 786

受取配当金 8,558 15,926

不動産賃貸料 28,942 28,196

その他 14,789 22,717

営業外収益合計 52,940 67,627

営業外費用   

支払利息 5,164 5,062

デリバティブ評価損 31,771 17,908

その他 4,080 7,359

営業外費用合計 41,016 30,330

経常利益 158,273 151,764

特別利益   

固定資産売却益 405 －

特別利益合計 405 －

特別損失   

減損損失 7,045 －

固定資産処分損 785 4,468

投資有価証券評価損 2,153 1,733

役員退職慰労金 233 －

特別損失合計 10,217 6,201

税金等調整前四半期純利益 148,460 145,563

法人税、住民税及び事業税 56,624 62,649

法人税等調整額 △819 △2,939

法人税等合計 55,805 59,709

少数株主損益調整前四半期純利益 92,655 85,853

少数株主利益 9,786 7,413

四半期純利益 82,868 78,440
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 92,655 85,853

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,397 △14,515

為替換算調整勘定 2,658 4,737

その他の包括利益合計 △5,738 △9,778

四半期包括利益 86,916 76,075

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 76,297 67,520

少数株主に係る四半期包括利益 10,619 8,554
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 148,460 145,563

減価償却費 200,578 188,036

株式報酬費用 8,634 9,383

減損損失 7,045 －

固定資産処分損益（△は益） 785 4,468

有形固定資産売却損益（△は益） △405 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 732 △626

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,000 6,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,396 15,633

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,229 －

受取利息及び受取配当金 △9,207 △16,713

支払利息 5,164 5,062

デリバティブ評価損益（△は益） 31,771 17,908

投資有価証券評価損益（△は益） 2,153 1,733

売上債権の増減額（△は増加） △133,715 △50,819

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,643 510

仕入債務の増減額（△は減少） 38,137 △35,923

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,041 △6,239

その他 △43,542 △35,229

小計 240,616 249,247

利息及び配当金の受取額 9,207 16,713

利息の支払額 △4,861 △5,473

法人税等の支払額 △101,085 △43,753

営業活動によるキャッシュ・フロー 143,877 216,734

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △32 △16

有形固定資産の取得による支出 △127,611 △199,905

有形固定資産の売却による収入 600 －

無形固定資産の取得による支出 － 78

投資有価証券の取得による支出 △51,466 △1,524

その他 △4,822 △8,450

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,332 △209,818

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 149,437 －

長期借入れによる収入 100,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △49,690 △87,246

社債の償還による支出 － △16,500

配当金の支払額 △55,707 △55,326

その他 △2,433 △1,747

財務活動によるキャッシュ・フロー 141,605 39,178

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,782 △5,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 99,368 41,055

現金及び現金同等物の期首残高 907,873 760,658

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,007,242 801,714
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

〔生産、受注及び販売の状況〕 

①生産実績 

当第２四半期連結累計期間におけるグループ生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②受注状況 

製品について見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

③販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績をグループ内での製造品、グループ外からの購入品の別及び品目別

に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当第２四半期連結累計期間における販売実績を用途別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

品目 金額（百万円） 前年同四半期比（％） 

化合炭酸カルシウム  1,835  105.8

重質炭酸カルシウム  445  98.1

その他  119  76.1

合計  2,400  102.3

品目 金額（百万円） 前年同四半期比（％） 

グループ内 

製造品 

化合炭酸カルシウム  1,844  101.7

重質炭酸カルシウム  449  99.4

その他  99  71.1

  小計  2,393  99.5

グループ外 

購入品 

化合炭酸カルシウム  62  103.1

重質炭酸カルシウム  926  108.1

その他  1,173  101.2

  小計  2,162  104.1

合計  4,556  101.7

用途 金額（百万円） 前年同期比（％） 

合成樹脂  1,972  104.5

塗料  1,215  104.3

輸出  337  114.0

食品・飼料  407  99.6

ゴム  326  132.1

その他  296  62.3

合計  4,556  101.7
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